
特定非営利活動法人

がんな機 丘 だより

平成18年 8月 26日 発行

(第 3号 )

普様のごえ波のもとに「NPOか んなびのユ」 も3期 日です !!

去る、 6月 24日 に第 2口定時鯰会をF■l催 しました。
会員の客様には逹路はるばる多数のご出席を頂 き有難 うございま
した。
式次第等は「トピックス」のベージに掲載 しておりますが、お

湊様で3期 目を4え ることができました。
え |ま だ1年 ちょっとしか経rっ ていないのにもう"3期 目"

らなみに 1期 目 子戌 17年 2月 (設立)～千戌17年 3月

「NPOか んなびの丘」のほ入・え出について説明します。
当法人は会員 除 社で言う株主)の会費 除 社で言う虫奇全)で
ほぼ100%運 営の奇金構成で戌 り立っています。
●llえ ば、財産管理事業の金銭管理サービス料金 と
財産保全サービス料金のほ入により、金銭管理業務
の人件費及びその径費に九てられていて、当法人の
一般管理費には充当していません。
また、他の事業活動についても、その事業活動のほ
入 を一般活動費に九当し、その事業活動以タトの事業
活動費に充てることはありません。

2期 日 子茂 17年 4月
3期 目 千戌 18年 4月

～子茂18年 3月
～千戌19年 3月

び

費

して理事会

会費 (工、贅助会員)楓入⇒一般管理費 (人件奏及
その経費)。 事業活動

事業活動楓入⇒事業活動安用
(他の事業活動奏用には使いません)

当法人の会計にういては、年月の理事会に月例報告を
の承認 を得ていま

「NPOか ん
なびの丘」の会
計は明曝会針で、
会員の客様には、
いつでも会計簿
を開示 していま
すので闊覧して
いただけます。

事務局長
島辻 協一

ここが 「NPO
かんなびの丘」 の

4絡事務所 です
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H18年度事業計画・報告

F務局よ″

荻虔″漆 θ丈羨″漆 ′́めています//
つい最近 も大的による彙詢史害が各比で発生 しています。また、世界の各地でも

地震などの災害が起 きています。アフリカ比戌においても貪困による銭え者がいる
とニュース等で開きます。このような事態に備え雄 物奇を調達 し、それらのえ浚
にしたいと思います。

日本国内においても、まだまだ恙まれない人々がたくさんおられます。その人た
ちにもえ波の輪 を広げていきたいと思いますのでご協力をお願いします。

「衣 類」子供・大人用、新品・ リサイクル品など

(し み、破れていないもの)

「日用品」 日用律貨 。新品食涎など (大型のもの、電化製品は
おえけできません)

「寝具類」毛布・軽バ、とん、新品 。リサイクル品など

(し み、破れていないもの)

*毎 4月 ～金曜日におえけいたします。投入場所は「NPOか んなびの丘」事務所まで
(注)春スはファミリーヘの持参はしないでください。

☆お閂い合わせは酔 事矛精升の江ロスは高谷 まで (0721-35-0721)

子茂18年度は障害者自立え掟法の施行により、施設オ1用 者
の自己負担が増えました。
利用者の係有現金より医碁費や理容代、口用品の購入など

の個々のえ払いが始まり、金銭管理に関する事務量が増えて
おります。
効率的に処理するための工夫を検討ヤです。

θθι

施設 または在宅で生活する人たちが人権に配慮 され、快it_に その人 らしさを
自由に発揮できる環境が整っているかを科学性 「生活動作、健康管理、掟助ガ
法 など」及び人間性 「人間的バ、れあいにより自立 を促 し、生 きる喜びが培われ
いるか」の両側面から検証 し、利用者のQOL「 生活の質」の向上 を追ネ しま
す。

具体的な祝点としては、オ1用 者の自立 した生活台L力 の向上 と生活環境 を高め
るための通工 なえ掟が行われるようオ」用/-3と その家族のニーズをあらゆる機会
をとらえ閾 き取 り、施謬ヒ側 との調整 を図ることによリオ1用 者のQOLの 向上 を
めざします。

"編
層ア″

「NPOかんなびのユ」は、戌年後几事業活動の一環として成年後几帝1度 に
ついて、専門家 (司 法吉士)を 夫えてワークショップ等の相談会を開催 してお
ります。今まで3口開催し的40名 の保護者が参か され、個人的に知 りたいこ
と、聞きたいことなど、今までは戌年後几411皮 が難 しいので解らなかったこと
が夕 し`解ったと大変好評を得ています。
今後も月1口程度開催し、′

1ヽ人数 (lo名 程度)での参か者の疑閂 。質問・
相談など重点に置きこの牛1度の理解を深めていただきたいと考えています。

参かを希笙される方は、燿1気の参かヤを者に託入のうえ連絡事務所に提出し
て下さい。なお、日程等につきましては専門家の都合及び参か希笙者の人数に
より調整し、参か希笙者に開催月日を後日逹絡いたします。
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〃

千戌17年度は評価オ春戌研修に2名 を派遣し、当法人として初
の有奇格オを確保 しましたが、事業所認定に必要な人員とその基

88婁』ュ「 ]i17:]fうf奮
碁

IF藤

晨ふギ録勢憂議纂晉章
rっ ています。

その姜件 を満たすべ く千茂 18年度の評価者春蔵研修に昨年 と
同様 2名 を派遣 しました。

これをえけて 10月 に第ニオ評価機関の認証申請する予定で
す。

夢ケブぐ F″事業よ 〃

。子戌 18年  5月  3ロ  コロニー祭 りに参か
:パ ソコン勉強会の実施

(千戌 17年 10月 、 11月 の 2口 )

8年度活動予定
・機関紙の発行
・パソコン勉強会の実施 (に時)

7年度活動状況

.季段:子章18月 l:: 底墓墓亀ご碁だ
を開設

0モ
感 17年 12月 20日 機関紙 (ell千1号)を 発行

::'キ
:〔流i3'}il_0[借』

`:||:,「

ちょっこ一体み

夏の風物詩:は なんといっても花人大会ですね !!
数えきれないはどある花火大会のうち、PL花火大会は日本一
の規模です。PL花火大会は昭

～
28年 から始 より今年で53ロ

日になります。
毎年 8月 1日 にFfl催 され、今年は

“

々12万分が花火師350人
によって打ち上げられ 18万 5000人 が几物 されたそうで
す。
打ち上げ時間は、19時40分～ 20時 50分

の70分間でしたので、争分 1714分 打ち
上げられた計算になります。

た免兵1黒そ筋雪芽曇彙τttF｀ 守阜県長質'llの
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声 (こえ )

コロニーの外:へ

コロニーのオ1用 者の中には、「コロニー外で」生活した
いと願っているガも少なくありません。
大阪府においては「施設から地域生活へ」の施策として

「大阪府障害者地域移行え浚センター事業」を実施 し今年
度、府内 30ヶ 所に拡大 されています。

事業国では、府内 6ヶ 所に地域移行センターをえ託 し、
他法人の地域移行センターとも逹携 してオJ用 者の地域移行
推進に努めています。

長年住みなれたコロニーから地域生活に移行 された普さ
んは、当初声悪いを感じながら、徐々に新 しい生活に,慣 れ
渚き活きとされています。

この度の「障害者自立え抜法」では、今までのグループ
ホームが、コ1繰等裕付のグループホームと介霞絡付のケア
ホームに分かれることになりました (10月 から)。

ケアホームでは、障害程度に應 じてえ浚員の配置や夜閂
対応の体牛Jづ くりなどが求められています。入居者の障害
程度に應 じた体牛1ができ、障害が立い方のオ1月 も可能にな
ります。
地域移行え掟のシステムが整 うに伴い、コロニーオ1用 者

の地域移行は作進されます。
しかし、地域で暮らす方々のえ掟体市1が十分とはいえま

せん。生活をええる安赴ネットワークが必要になります。
ロヤ活動の充実や余暇活動え援、さらには権オ1擁護等々、
一事業者のスタッフだけではええきれません。化事業者と
逹携 して取 り饂んでいます。

「NPOか んなびの上」の事業、とりわけ財産管理や戌
年後几事業などの充実と地域への広がりを期待 したいと思
います。

大阪府立金岡1コ ロニー

コロニー長 坂浦 具津男
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トビックス

「NPOか んなびの丘」第 2口定時鯰会 が開催 されました

梅雨の季節の合間をぬって晴天となった6月 24日 (上)午後1時 より、富IIB

林市民会省宦大会議室で行われました。
出席は工会員107名 ヤ23名 (委任状59名 )で定款によ

ために会は成立し各議策について議決了承されました。
なお、贅助会員も32名 が出席されました。

機会次第は次のとおりです。

る邊半数 を超 えた

関会の辞
関会の挨拶

司会 吉本由子
NPOか んなびの丘 理事長 鴻巣十二子

3、 未密の挨拶  大阪府障害者福社事業団
4、 議長の指名  理事長 鴻巣十二子
5、 鯰会戌立の可香  議長  阿部環理事
6、 議  索

理事長 納谷我夫様

第1号議策 千戌17年度事業報告
財産管理事業   担当理事   ′

1ヽ池尚子
QOL白上事業  担当理事   吉本由子

戌年後几事業   担当理事   南辻協一
第ニオ評価事業  担当理事   台上隆司
まらづくり事業  担当JE事   奥村和男
(第 1号議家の質疑・應答・議決)

第2号畿家 千戌17年度ほえ計算報告  会計担当理事 丼守台ヒ咸
第3子議索 子戌17年度貸借対照友報告 会計担当理事 丼守台L咸
第4子議索 千茂17年度財産目録報告  会計担当理事 丼守台L咸

零11,嘔勇皇鵬
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千戌17年度供え計算報告・千戌17年度贅借対照永…
千戌 17年度財産目録に関する監査報告

監事  水場俊夫
(第 2～ 4号議家の質疑・應答・議決)

第 5号議索 役員 (理事・監事)4任
議長  阿部環理事

(第 5号議家の質疑・痣答 。議決)

千戌 18年度人事の紹介  理事長 鴻巣十二子

第 6号議策 子戌 18年度入会金及び会費の額承t鳳 の件
理事長 鴻巣十二子
(第 6号議家の質疑・應答・議ジ→

7、 報告事項
① 千戌 18年度事業計画報告

財産管理事業   担当理事
QOL向上事業  担当理事
茂年イえ几事業   担当理事
第ニオ評価事業  担当理事
まちづ くり事業  担当理事

11(事業の補足説明
QOL事業   担当理事
戌年後几事業  担当理事

終了 (ご薔労きまでした)

′
1ヽ 池尚子
吉本由子

南辻協一

白土隆司
奥村和男

② 子茂 18年度楓え予算報告  会計担当理事
8、 議長の解任  理事長 鴻巣十二子
9、 かんなびタイム (意 几夫換の場)

10、 閉会の挨拶  岳1理事長  占辻協一

丼守能茂

吉本由子
南辻協一

(ご 普労 さまで した)

(よ ろしくお願い します)

追任理事
追任監事
新任理事
新任理事
新任監事

松原米子
西ブヽ卜ぢ実:ノ｀郎
野寄法彦
蒟村其ノ`郎
坂浦具津男

M「
～

軍 醜 鷲
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交流の場

「市民活動わくわく広場 inと んだばやし」
(愛称 :ひ ろとん)に 参か して

３

３

月26日 (日 )富口林市民会館において市民活動 を行っている
5団体が参か して各団体のPR及び市民とのえ流を行いました。

知って :パ ネル晨ホ、バンフレットの配布、実演・販売、早いす体験等
聰いて :音楽や踊りのサークルの分友、サニーサイドメモリーの演奏等
遊んで :お もらゃ病院、竹鮨工、親子で楽しめるコーナー等
合べて :わ たがし、ヤ羊おこわ、お好み焼き などの内容でした。 +

われわれ「NPOか んなびの丘」は
パネル晨示、機関紙の配布と金岡1コ ロ
ニーオ1用 者の作品を晨示販売しました。
販売品はやきもの、はがき、ストラッ
プ、クッキー、千 ししいたけ、梅千、
竹えなどでしたが完売 しました。

今回は地域in_竹券 (looゎ っち=
100円  内20円 を全体のえ流事業に
オ1月 )を使用することによリー層夫流を
深めることが大きなEl的 でした。

従って、 1商品につき100わ っち
券をオ1用 する方法をとりました。
晨示販売では、わっち券 166掟 を

集め針 3万 円以上を売 り上げました。

このイベントによって、
‐
「NP

Oか んなびの丘」の存在をPRで
きましたし、他の活動団体 とのえ
流、市民の皆さんとのあ、れあいも
虫未ました。
お客さんの中には倉1立 36年 に

なる金田1コ ロニーを無 らない人
(特 に′

1ヽ 学生に多かった)も おら
れましたが、この機会に少 しでも
妊っていただけたと思っています。

今後 も「金岡1コ ロニー」及び 「NPOか んなびの丘」のPRに努めて
いきたいと思います。
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8月 20日現在の会員数

正会員
賛助会員

78名
248名用語の解説

コーナ

今回は、皆様に大変興水があると思います"戌年後几牛1皮 "に つい
て解説 します。
茂年イえ几牛1度 は、本人のナ1断含L力 が不十分な状態になってからの法律に基
づ く"法え後几牛1度 "と す1断能力が十分ある間に自分の意思に基づいて、
自分のナ1断能力が不十分になった場合の財産管理、身上監護の事務につい
て任意後几人に代理権を与える等の契

“

を々結ぶ"任意後几411度 "と があり
ます。
私逹のようにナ1断台L力 が不十分な妊的障害のある子供がいる場合は、子

供に"法定後几牛1皮 "を オ1用 して後几人 (ツ1断能力の程度によって保佐
人、補助人)を 家庭裁ナ1所 に選任 してもらいます。

この場合は、視にツ1断能力があると家庭裁ザ1所が認めた場合は、視でも
後几人に選任 されます。視は、まだナ1断育ヒカがあるが着未、ナ1断省L力 が不
十分になった時のことを考えて視の方が"任意後几411度 "を オ1用 して着未
のために備える牛1度 としてとらえることもできます。
"法定後几牛1皮 "と は

認妊症、知的障害、精神障害などによって、一人です1断する育L力 が全 くな
い、あるいは不十分な状態の方に対 し、家庭裁ナ1所が「後几 晰 佐、補
助)開発の客ザJ」 をして、本人 を波功する人 として成年後几人、係佐人ス
は補助人を4任する牛1度 です。
"任意後几牛1皮 "と は

任意後几牛1度 は、本人がまだソ1断能力があるうちに着未、
す1断台ヒカが不十分になった時のことを考えてあらかじめ
代理人 (任意後几人)を こんでいて、自分の恭養看護や
財産管理について代理権を与える契約を結びます (必ず
伏工証音を作成 します)。

ふ義弄卜奎分2泄警綾をど摯天あ季i写ラ勢[全 |:鴛条
人に代わうて財産を管理 したり契約を締結したりして本
人をえ浚 します。
なお、任意後几人には代理権は与えられますが、法定後几
にあるような本人の行為を来 り消す権限は与えられません。

発行 :特定非 法人  NPOか んなびの

(連絡先)

T584-0054
大阪府宮口林市大字廿南備 216春 地
(大阪府立金田1コ ロニー内)

電  誕|:0721-35-0721
ファックス :0721-35-0721
メール :kannabi@peach. pl a I a. or lp

: //k a n n a b i . jp

-8-


